


フラクタル・ガール

羽ついてるのに飛べない
ボクはペンギンみたいな男の娘
羽ついてても意味ない
ボクはペンギンみたいに走り回ってる

方程式解いてください
サインコサインマンデルブロよ
方程式解いてあげる
サインコサイン単純よ

* 複雑なの
 ボクはフラクタル・ガール
 複雑なの
 ボクはフラクタル・ガール

羽ないくせに飛びたい
ボクはペンギンみたいな男の娘
羽ないから飛べない
ボクは不思議な鍵盤ひらひら弾いて
るよ

行列虚数はお手の物よ
でもねいつも解なしなの
かなうはずのない答え
いつも探している

方程式解いてください
サインコサイン複雑系よ
方程式解いてあげる
サインコサイン単純よ

* repeat

 （sm8307848）

キミは☆えすぱぁ

 キミはキミは☆えすぱぁ
 ボクの心を惑わせる
 キミはキミは☆えすぱぁ
 キミのパワーにもう負けそう

夜の校庭後夜祭
浴衣のキミが手を上げる
炎に照らされ赤い頬
キミの笑顔にもうずっきゅんさ

後ろの席に座るキミ
ボクの髪に軽く触れて
ずいぶん伸びたねなんて
ばかそんなことしたらもう

 キミはキミは☆えすぱぁ
 ボクの心を震わせる
 キミはキミは☆えすぱぁ
 キミのパワーにもうやられた

街であやうく見つかりそう
こんな姿を見られたくない

キミにはボクはどう見えた？
かわいい女の子に見えた？
手をつないで歩きたい
同じ制服着てるけど

 キミはキミは☆えすぱぁ
 ボクの心を惑わせる
 キミはキミは☆えすぱぁ
 キミのパワーにもう降参

 キミはキミは☆えすぱぁ
 キミにはボクは友だちで
 ボクはキミのキミの
 彼氏 ？ 彼女 ？ になりたい
 （sm7868141）

しょうがないもん ！

こんな格好してて変でしょ？
あんまり似合ってないかも？
でもちょっとかわいいでしょ？
うそでもそう言ってよ

ほんとはねお化粧とか
めんどくさくて好きじゃないの
でもねかわいくなりたいの
だって男の子だもん

* あーおかしいって言わないで
 キモいって言わないで
 だってしょうがないでしょ

** あーただキレイに
 なりたいだけなの
 だからしょうがないでしょ

街中を歩いていても
誰もボクに気づかないんだ
なんとなく優越感
なんとなく寂しい

向こうからともだちが
来たら顔隠すよ
悪いことしてるみたいに
なんにもしてないのに

梅雨の合間の
街はきらきらして
濡れた土の残り香に
みんな楽しそうだね

* repeat

**
*
**
 （sm10967050）

八月のひこうき雲

 八月の空見上げれば
 いつもひこうき雲
 哀しいくらい高い青
 キミのおもかげ

あせばんだ
肌に触れる
風を感じてたころ
世界はまだ
信じられない
くらいに広かった

そばにいて
手を結んで
ささやかな願い
かなわなくてもいい
友だちでいたいから

 真夏の空見上げれば
 いつもひこうき雲
 吸い込まれそうな
 青がぼくは怖い

キミの顔
見ていたかった
キミの声
聞いていたかった
キミのすべてを
いつまでも
感じていたかった

 八月の空見上げれば
 いつもひこうき雲
 哀しいくらい高い空
 キミのかげろう

青い霧の向こう

だれも知らない
ぼくの心のなか
青いとばりの
むこうからきこえる

　きみはぼく自身
　ぼくとうりふたつなんだ
　でもなんだか不思議
　だってきみは女の子

子どものころから
きみを知ってたよ
だってむかしは
ぼくらひとつだった

　きみはぼく自身
　ずっと知らないふりして
　ほんとにごめんね
　だってぼくはきみだもの

青い空を
見上げれば
いつも
ひこうき雲
うみぬこP / feat. Vocaloid

1. フラクタル・ガール - 3.53

2. キミは☆えすぱぁ - 4.35

3. しょうがないもん ！ - 3.18

4. 八月のひこうき雲 - 4.10

5. 青い霧の向こう - 3.20
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